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地方独立行政法人 大牟田市立病院 
 地域医療連携の活動報告 

  

2012年1月21日 

地方独立行政法人 大牟田市立病院 

MSW 北嶋晴彦／山本亜矢子 

 1 当院概要 

 2 地域医療連携室の活動 

 3 「がんサロンちっご」の紹介 

 4 当院のイベント 

 5 まとめ 

 病  床 ：一般350床  
 診療科目：29診療科  
 看護基準：7対1 
 開設年  ：昭和12年6月（大牟田市診療所／昭和25年病院開設） 
 理 念  ：良質で高度な医療を提供し、市民に愛される病院をめざします 
  経営形態：地方独立行政法人（平成22年4月～） 
 職員数  ：410人（平成23年4月現在） 
        
 各種指定・届出等（一部） 
   地域がん診療連携拠点病院 
   厚労省臨床研修指定病院 
   災害拠点病院 
   日本医療機能評価機構認定病院 
   久留米大学医学部教育関連病院 
 

     ※6年連続単年度黒字経営！！ 

病院概要 

「行動指針」 
 

○急性期医療を担う地域における公的中核病院として、 

  地域医療の水準の維持向上を図ります 

 

○地域の他の医療機関で担うことが困難な高度で専門的 

  な医療を提供します 

 

○地域医療連携の推進と役割分担により、 

            地域完結型医療の実現に寄与します 

 

○医学・医療技術の研修・研さんに努めます 

 

○健全経営を維持し、安定した経営基盤を構築します 

  

  

項 目 平成21年度実績 平成22年度実績 

外来患者（日） 606.0人 604.0人 

入院患者（日） 298.3人 296.9人 

新規入院患者（月） 602.0人 614人 

退院患者（月） 602.5人 612人 

平均在院日数 13.4日 12.7日 

救急車搬送患者
（月） 

165人 153人 

紹介率 50.2％ 53.2% 

逆紹介率 57.0% 61.4％ 

大牟田市立病院の患者実績（平均） 
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＜機構図（略図）＞ 

医療福祉 
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開放病床 

サポート 

がん相談 

支援センター 

その他 

広報業務 

紹介件数
データ管理 

地域医療連携室の業務 平成18年10月発足 

スタッフは7人 

  室長（院長）・看護師1名 

  MSW3名・事務職員2名 

 

退院支援（医療福祉相談） 
 

がん相談支援センターは 

  平成19年4月からスタート 

 

院長直轄部署 

 

地域連携パスの運用支援 

   （地域の事務局） 
 脳卒中 大腿骨骨折 がん 

院外の会議 

 

地域連携懇親会（年1回） 
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地域医療連携室で請求している指導料等 

点数 備 考 

退院時共同指導料Ⅱ 

 

300点 

※2000点加算 

※3職種以上の参加 

急性期病棟等退院調整加算Ⅰ 140点 退院時に1回 

慢性期病棟等退院調整加算Ⅰ 

※①計画加算 ②退院加算 

①100点 

②140点 

開放病院共同指導料Ⅰ 350点 患者１人１日につき１回
算定 

介護連携指導料 300点 入院中2回まで 

地域連携診療計画管理料（パス） 900点 計画管理病院 

がん治療連携計画策定料（パス） 750点 項 目 

第6回 地域医療連携懇親会（1回／年） 

・平成17年より毎年開催（7月） 
・地域の保健医療医福祉との懇親会 
 大牟田市長、地元医師会長、 
 保健所長なども参加あり 
・約300名の参加 
・顔の見える連携づくりのきっかけに 
 なっている。 

特別医療講演 

 「地域医療への取り組み（一部）」 
 

○救急蘇生講習会 2回／年 

○緩和ケア研修会 1回／年 

○救急症例検討会  

○臨床病理カンファランス（CPC） 
○臨床がんカンファランス（CCC） 
○患者会 3回／年 

  ストーマの会 

  リマンマ（乳がん）の会、 

  脳神経外科患者の会 

○市民公開講座 3回／年 

○がんサロン 6回／年 

  

  

がん相談支援センターの業務 

 

 

 地域がん診療連携拠点病院は、全国どこにお住まいでも質の高いがんの医療が受けられ

るように、厚生労働大臣が指定した施設です。指定された施設は、がん医療の内容や設備、

がん関連の情報提供などについて、一定の基準を満たしています。 

 相談支援センターは、がんのことやがんの治

療について知りたい、今後の療養や生活のこと

が心配など、がんの医療にかかわる質問や相談

におこたえしています。ただ、相談支援センタ

ーは、あなたの担当医に代わって治療について

判断するところではありません。相談支援セン

ターは患者さんやご家族のほか、地域の方々は

どなたでもご利用いただけます。 

相談支援センターでは、看護師や、ソーシャ

ルワーカーなどが、質問や相談をお受けしています。がんに関するさまざまな悩みや、自

分の体のことを打ち明けたり相談することには抵抗があるかもしれませんが、ご相談いた

だいた個人的な内容が外に漏れてしまうことは一切ありません。患者さんやご家族の生の

声を、がんの専門家たちに聞かせようというぐらいの気持ちで、安心して相談支援センタ

ーを訪ねてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大牟田市立総合病院（地域がん診療連携拠点病院） 

相談支援センターのご案内 

主な相談内容（例）・・・ 

・「がんかもしれない」と思う症状があるのですが、こわくて病院に行けません。 

・医師に言われたことの意味がよくわかりません。 

・私はどこの病院の何科を受診したらいいでしょうか。 

・がんと言われて頭の中が真っ白です。誰にも相談できなく、不安でいっぱいです。 

・がんと言われましたが、医療費はどのくらいかかりますか 

・家族ががんなのですが、どう話せばいいか悩んでいます。 

がん相談 

支援センター 

※ がん相談支援センター（地域医療連携室）は 2Ｆにあります。 

※ 場所が分からない場合は、お近くのスタッフにお尋ねください。 

 

〒836‐8567 福岡県大牟田市宝坂町 2丁目 19番地 1     

大牟田市立総合病院（地域がん診療連携拠点病院） 

相談支援センター    

  

電話 0944（53）1061（代表）内線 2322 

  FAX  0944（53）6948（直通） 

 

お問い合わせ時間 平日 8:30 ～ 17:00      

担 当 ：今村 朋美（看護師） 

北嶋 晴彦（社会福祉士）   

正面玄関 

地図 

（２階） 

時間外入り口 

相談支援センター 

 

売
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入口 
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地域がん診療連携拠点病院（当院は2003年12月指定) 

相談員は厚労省の行う研修が必須（基礎研修1～3) 

厚生労働省健康局長「がん診療連携拠点病院の整備に関する指針（平成20年4月1日）」より抜粋 

1 がん診療に関わる一般的な医療情報の提供 

2 地域の医療機関や医療従事者に関する情報収集，紹介 

3 セカンドオピニオンの紹介 

4 患者の療養上の相談 

5 患者，地域の医療機関などへの意識調査 

6 各医療機関等との連携事例に関する情報収集・紹介 

7 アスベストなどの相談 

8 その他，相談支援に関すること 

 
※相談支援センターの業務については，積極的に広報すること 

 

「がんサロンちっご」の紹介①  

                    ※「がん患者サロンの取り決め」より 

目 的：がん患者・家族の交流 情報交換 生活の質向上 

 

対象者：がん患者 患者家族 

  （年齢・地域・疾患・受診医療機関の制限なし。名前は匿名でも可） 
 

開催日：毎月第２土曜日 14時～16時 平成22年10月開始 

 

場 所：久留米市中心街のショッピングモール（くるめりあ六ツ門6階） 
 

運営主体：筑後ブロックがん相談支援センター連絡協議会 

 → 2011年4月より患者が運営に参画 

がん相談 

支援センター 

大牟田
市立 

久留米
大学 

公立 

八女 

聖マリア 

「がんサロンちっご」の紹介② 
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「がんサロンちっご」 大牟田サテライト開催 決定！！ 
 

  

  

2012年1月28日（土曜） 
 14：00～16：00 

大牟田保健所1階 

2010年4月1日  

地方独立行政法人大牟田市立病院発足 

院内ビーチボールバレー大会 
年2回（6月と11月）26回続いています 

毎年7月下旬 大蛇山 夏祭り1万人の総踊り 
職員全員で参加します 

2011年12月 病院敷地内に院内保育所開設 
 安心してお仕事できます 

12月第2土曜日 大牟田市職労団結駅伝大会 
４５回続いています 

http://ameblo.jp/omutacityhospital/image-11111944314-11682305559.html
http://ameblo.jp/omutacityhospital/image-11111944314-11682305558.html
http://ameblo.jp/omutacityhospital/image-11111944314-11682305560.html
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毎年12月中旬 イルミネーション点灯式 

          キャンドルサービス  
大牟田市内のギター愛好者より結成されたグループで古
賀メロディーや映画音楽などの懐かしい曲目を中心に演
奏していただいた。 

ホスピタルコンサート ♪               

 

♪2010.3.9 第60回 『いつでも夢を コンサート』   

 出演者：大牟田ギターアンサンブル  

当院⇔那覇市立病院 短期交流研修 イベント食（4回/年） 

職場体験 
大牟田高等学校総合学科1年生  

 

 地域完結型医療の実現に向けて 

スタッフ一同がんばります。 

ご清聴ありがとうございます。 

http://ameblo.jp/omutacityhospital/image-10827158382-11103519829.html
http://ameblo.jp/omutacityhospital/image-10827158382-11103519830.html
http://ameblo.jp/omutacityhospital/image-10867027646-11176710119.html
http://ameblo.jp/omutacityhospital/image-10867027646-11176710121.html
http://ameblo.jp/omutacityhospital/image-10867027646-11176710747.html
http://ameblo.jp/omutacityhospital/image-10990178570-11426023373.html
http://ameblo.jp/omutacityhospital/image-10990178570-11426023372.html

